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2011(平成23)年11月21日(月曜日)

東日本大震災復興支援ボランティア活動〈第三陣〉報告

【活動期間と人員】

2011(平成23)年11月17日(木曜日)～11月20日(日曜日) ３泊４日

引率３名 学生４０名 一般３名 計４６名（途中合流者や途中帰京者を含む。）

運転手２名

総勢；48名

引率；3名 羽賀浩規（花園禅塾塾頭） 谷藤邦範（花園禅塾指導員） 畠中彰寛（花園禅塾指導員）

学生；40名 （花園大学 国際禅学科36名・日本文学科1名・社会福祉学科1名・児童福祉学科2名）

一般；3名 釋 厚子（無相教会副詠鑑・天籟会講師・妙心寺塔頭天祥院）

藤方易宗（無相教会準師範・天籟会講師・花園禅塾塾心会会長・愛媛県泉徳寺）

中山宗瑛（花園禅塾塾心会会員・花園大学卒業生・福島県東光寺）

運転手；2名 銀河交通株式会社

【活動場所】 岩手県盛岡市（東北教区） 宮城県塩竃市（妙心寺派東園寺）

【寝 所】 臨済宗妙心寺派 東園寺（千坂成也住職） １７・１９日泊

〒985-0026 宮城県塩竈市旭町４－１ ℡(022)362-0777

盛岡繋温泉 ホテル紫苑 １８日泊

〒020-0055 岩手県盛岡市繋字湯の館７４番２号 ℡(019)689-2288

【活動本部】 臨済宗妙心寺派 花園禅塾（横江一峰指導員）

〒616-8034 京都府京都市右京区花園木辻北町１－４ ℡(075)461-4128

【活動車両】 銀河交通株式会社

〒585-0002 大阪府南河内郡河南町一須賀７７６－１ ℡(0721)93-1469
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【実施活動内容】

①御詠歌での復興祈願応援奉詠

18～19日の日程で「東北教区御詠歌発展拡充講習会」が開催。18日には、教区内支部登壇

奉詠がある。登壇奉詠終了後、天籟会の特別登壇奉詠を行う。

天籟会からの要請を東北教区が受けてくださる。

②仮設住宅での炊き出し

塩竃の130家300人強の仮設住宅地において、東園寺様の御指示のもと活動。

(1)お知らせポスティング (2)餅つき (3)呈茶 (4)おでんやおはぎの振る舞い

③瑞巌寺拝搭と諷経

瑞巌寺門前通りの復興視察も兼ねる。

④東園寺坐禅会での被災物故者追善諷経

⑤仮設住宅へ生活用品の提供

⑥被災物故者追悼諷経

⑦購買による経済貢献 風呂や外食施設利用・飲食物品購入・ガソリン給油 など

【支度物】

（花園大学）軍手・水筒(大)・保険

（花園大学緑水軒）持鉢

（花園大学同窓会後援会）ウィンドブレーカー・アルミバッジ・交通費

（宗務本所）腕章・懐中電灯・滞在費・活動費・予備費

（花園禅塾）紙マスク・タオル・タスキ・旗型タスキ・薬箱・引鏧・ヘッドライト・台所用手袋・
箱ティッシュ・ウエットティッシュ・トイレットペーパー・ゴミ袋・電池・カメラ・消毒液・ブルーシート・

マジックペン・ハサミ・ガムテープ・茶菓子〈満月〉・茶筅・茶杓・抹茶粉・活動車両マグネット・予備費・

ビデオカメラ・三脚・洗濯バサミ・カイロ・のれん・そでクリップ・サッカーボール・野球ボール・

野球グローブ・

（花園禅塾塾心会）予備費

（蓮華寺）抹茶茶碗

（個人）リュックサック・筆記具・携帯電話・携帯電話充電器・着替え・タオル・洗面道具(歯ブラシ)・
保険証・おこづかい・常備薬・腕時計・キャンディなど・カッパ(専用者)・水筒(必要者)・禅塾Ｔシャツ・

作務衣・衣・白衣・襦袢・白帯・腰紐・足袋・手巾・絡子・雪駄・御詠歌道具・称号バッジ・会員バッジ・

花大バッジ・大会参加費・移動時の食事代・持鉢・しおり(レジュメ)・ウィンドブレーカー(大学)・

腕章(大学)
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【支援物資提供】 妙心寺派管長猊下・妙心寺派宗務本所・妙心寺派災害対策本部・

花園大学・花園大学学長・花園大学同窓会・花園大学後援会・東北教区・

東北教区無相教会連合会・永源寺派法雲院・花園禅塾塾心会東北支部・岩手大勝院・

秋田雲祥院・秋田全良寺・宮城東園寺・岐阜蓮華寺・宇治塔本畳店・

大阪銀河交通株式会社・京都小山家・京都前田家・花園禅塾・花園禅塾塾心会・

無相教会天籟会支部・・・・・・ほか

【第三陣出動までのながれ】

６月～１１月 東北教区との情報交換。

７月～ ９月 移動手段の検討。

８月～１０月 妙心寺派宗務本所、花園大学と協議。

９月 ２２日 企画全体説明会

１０月～１１月 宮城東園寺様と打ち合わせ、情報交換。

１０月 ４日 花園大学社会福祉学科橋本教授に傾聴講座の講師依頼。

１０月～１１月 銀河交通と行程など最終協議。

１０月 ２４日 京菓子処「満月」へ菓子発送の依頼。

１１月 １６日 宮城県塩竃仮設住宅地へ訪問お知らせチラシ事前ポスティング。

（チラシを作成し、東園寺様へ預け配っていただく）

１１月 ４日 傾聴講座（橋本和明教授）

出発前全体説明会

１１月 １４日 天籟会全体最終稽古(前)

１１月 １５日 天籟会全体最終稽古(後)～荷物点検

【利用ネットワークの前回までと違う点】

①宮城県の仮設住宅地には初めて入る為、東園寺様のネットワークをお願いした。

②東北教区開催行事は、教区の無相教会事務局の岩手県松凉寺様、教化主事の岩手県華蔵寺

様、また相談に秋田県圓福寺様を窓口として情報交換をした。

③移動は、銀河交通を委託し、花園大学同窓生でもある河相健成専務を窓口とした。
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【入手情報や成果事項】

①東北教区無相教会発展拡充講習会の開講式に出席し、被災地で聞く現状と経過報告は被災

地を離れて得る情報よりも脈々と伝わり、奉詠をする心構え、活動をする覚悟がよりいっ

そう固まった。

②活動をする際、道路をまたがねばならない箇所があり、横断歩道などに人員を配置し安全

確保に努めた。

③禅塾内や塾外での諸行事等でさまざまな活動を日頃から行っている顔ぶれだったこともあ

ってか、縦割りの班が機能した。

【気を付けた新たな事項】

①御詠歌の内容が、被災地の方々にどう受け入れてもらえるか。

曲の内容や、曲想、歌詞の言葉遣いなど。また、奉詠時間の長さ。

②全国奉詠大会同様、天籟会だからこそ披露できる技術を丁寧に、且つ息を合わせる。

③観衆は、無相教会会員の方々がほとんどであり、披露するからには絶対に妥協は許されな

いという心意気を持ち続ける。

④岩手、宮城の両県での活動には本派僧侶と活動を共にする場面が多く、「花園大学生」

「花園禅塾生」「天籟会会員」であることに自覚を持たせる。

⑤大型バスで全ての移動をすることにあたり、休憩時間をその場で判断し取り入れる。

⑥事前に傾聴講座を開き、傾聴ボランティア活動のノウハウを学び、現地に入る。

⑦我々は５０人弱の団体であり、現地に入ると３００人前後規模の活動になる為、余裕を

持って時間厳守の行動になるよう、我が団体への指示は必ず全員のいるところでこまめに

情報を伝えた。

⑧体調不具合者のみならず、体調不安者や予防も兼ねて、紙マスクの着用を勧めた。
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【改善事項】

①当日用のポスティングチラシに変更があってもいいように開催時間を記入できる枠が

必要。

②目や耳の不自由な方の為の宣伝の工夫。

③炊き出しで、注文を受けた家まで運ぶお盆があればよい。

④抹茶茶碗を洗う桶かバケツが必要。

⑤各会場にリーダーと会場入口で待ち人数と提供品の残数を把握する誘導係が欲しい。

⑥訪問抹茶の提供の仕方、工夫要。

⑦野球やサッカーなどボールに触れる相手をする為に、事前のポスティングチラシに明記が

あればよかった。

【次回へ考えられる点】

①仮設住宅での傾聴。

②仮設住宅からの引っ越し手伝い。

③気候に応じた物資の提供。

【総括】

４月５月の第一陣は瓦礫の山や泥土の撤去から水につかったままの家屋内の荷物の運び出

しの作業に従事し、避難所での食事提供や子ども達への家庭教師。８月の第二陣では整備さ

れつつある被災場所の環境整理、仮設住宅へ引っ越しが始まり生活用品の搬入や閉鎖してい

くなか唯一残っていた避難所での傾聴。そして今回の第三陣１１月と、約３ヶ月間隔での

現地入りとなっているが、求められる内容というのはだい

ぶ限られてきている。

第一・二陣では被災地で活動をする中で、我々が逆に

被災地の方々から元気をもらったという感想であった。
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しかし、今回初めて我々から元気をもらったという感想をお聞きした。

今後は、被災者が何を望んでおられるのか。直接な被害は無いが被災地で生活を続けてい

る方々はどのようなことを考えているのか。継続的に支援を続けていくためには現地で活動

を続けている方々と情報を交換し、共有できるように繋がっていなければならない。

◆「復興祈願応援奉詠」

１１月の現地入りを企画し始めたのは、第二陣が現地へ入る前のことである。谷藤指導員

が僧籍をおく東北教区で御詠歌の講習会(大会)を例年通りに開催するという情報を入手した

ことに始まる。東北教区の沿岸部は地震、特に津波による甚大な被害をうけ、内陸部でも地

震の後の余震でも大きな被害に遭った。また多くの方が犠牲となった。家族や家、仕事を失

うなどの状況では到底御詠歌の講習会(大会)はできるはずがないという見方があったが、あ

えてそれでも起ちあがっていかなければ、一歩踏み出さなければという熱い思いにより開催

に到ることになったそうである。我々の御詠歌支部「天籟会」は、１・２回生の禅塾生と３

・４回生の卒塾生を中心に組織している。毎年、無相教会本部主催の全国奉詠大会に参加さ

せていただいている。全国の会員様が天籟会の登壇を楽しみにしてくださり、また和尚様方

からも応援をいただいて、我々にとっても活動の励みとなっていた。全国奉詠岩手大会参加

から１５年程経った。東北の会員様方はなかなか、本山での大会や地方での全国大会へ出向

くことが難しい。ましてや、今年は大震災の影響があり、本山での第６１回大会へ参加され

る東北の支部は少なかった。楽しみにしてくださっている会員様方に天籟会の奉詠を届けた

い。ならば、こちらから出向いてはどうかということが発端である。始めは、全員ではなく

とも大会入りする谷藤指導員と共に数名で出向くことも考えた。しかし、継続的に赴きたい

学生の他、第一・二陣に参加したくても参加できなかったものが現地入りを望み、また東北

出身の学生が同行に賛同したりと、どんなことでも支援を現地で行いたい、私達にしかでき

ないことがあるとするならば･･･ということで全員で出向き、天籟会支部として東北教区大

会の舞台に登壇することを決めたのである。学生達には高額であろう大会参加費を自費負担

してまでも参加をしてくれたことに覚悟を感じた。

大会の開講式で教区教化主事和尚様による震災被災状況が報告され始まった。報告に涙さ

れる会員様方を見て、昨年までとは違った特別な意味が込められ、その雰囲気を感じた。登

壇奉詠が進み、最後に天籟会の出番となる。全国奉詠大会のあとでもあり稽古を積んでいた。

前に座る会員様を向き、力いっぱいの声で４６人の息を合わせ奉詠をする。その姿に「はる

ばる京都から自分達の為に御詠歌をお唱えしに駆けつけてくださった」「若い人達の声に元
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気をもらった」と涙を流して喜んでくれる方が大勢いたという。登壇奉詠のみならず、薬石

懇親会の席で、急遽舞台上で歌を披露した。自然と全員が舞台に上がり、手を繋ぎ肩を組み

歌う姿は、妙心寺派河野太通管長猊下より揮毫いただいた「手を把って共に行かん」という

スローガンを垣間見た気がした。この光景にも会員様方は涙を浮かべ、「前を向かなくては。

元気をもらった」とおっしゃったと聞く。

◆「仮設住宅地訪問活動」

今回の活動目的にはもうひとつあり、第一・二陣で足を踏み入れていない宮城県での支援

活動である。今までは行程上、活動ができなかった。禅塾と関わりのある宮城県塩竃市の東

園寺住職様が中心とする仲間の和尚様が近くの仮設住宅で継続的に炊き出しをしながら傾聴

をするなど、被災者に寄り添う活動を地道に続けておられることを知った。そこで、我々も

お手伝いさせていただけないかと相談をした。前述の東北教区開催行事参加と併せての宮城

県での活動に快く引き受けてくださった。炊き出しの支度から事前のポスティングなどお世

話になった。東園寺様方が地道な活動を続けてこられた為、住人の方、責任者の方々とのコ

ミュニケーションがとれていて、当日は沢山の方が訪れてくださった。特に餅つきでは、学

生が餅をつき、まわりには仮設住民の方々が囲み、自然に歓声や掛け声があがる光景は印象

的であった。炊き出しは、つきたての餅をあんことごまで和え、他におでんと呈茶をした。

学生を縦割りの班に構成し、ポスティングと呈茶班、お餅班、おでん班に分けた。ポスティ

ングでは一軒一軒足を運んでいただくように声をかけてまわり、配達もできると御用聞きも

同時に行った。年配の方や身体が不自由な方には、家まで同伴し届けるなど丁寧に接してい

た。お餅は大好評で途中数が足りなくなってしまった。学生は小雨の降る中、笑顔でそして

黙々と住民に寄り添っていた。住民の方には事前の告知もあり、大勢集まっていただけ喜ば

れていた。

【日単】

◆１日目◆１１月１７日(木曜日)天気；晴れ

7:00 卒塾生、禅塾に集合

7:15 朝課 出発前諷経（維那；中園啓道 魚鱗；河村康玄）

般若心経（本尊開山開基回向）大悲呪（祖師回向）大悲呪（東日本大震災被災物故者追善回向）

仏頂尊勝陀羅尼（ボランティア無事祈願回向）四弘誓願文
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8:00 本所前を出発〔バス乗車41人〕銀河交通河相専務見送り

9:15 菩提寺ＰＡ 9:45 菩提寺ＰＡ出発

10:10 多賀ＳＡ給油のみ 10:25 多賀ＳＡ出発

12:20 尼御前ＳＡ 斎座休憩 13:15 尼御前ＳＡ出発

15:40 名立谷浜ＳＡ 16:00 名立谷浜ＳＡ出発

19:00 磐梯山ＳＡ 薬石休憩 19:45 磐梯山ＳＡ出発

22:00 宮城 多賀城極楽湯 開浴 23:00 極楽湯出発

23:20 宮城 東園寺到着

代表者ミィーティング

各自消燈

※谷藤指導員は、朝から新幹線にて直接盛岡入り。

教区の支度。

◆２日目◆１１月１８日(金曜日)天気；晴れ

6:00 開静[吉田]洗面 朝課[維那・魚鱗；寛]

心経（本尊回向）

詠歌和讃３曲（東日本大震災被災物故者追善 並びに ボランティア無事祈願回向）

四弘誓願文

7:00 宮城 東園寺出発〔バス乗車41人〕

7:55 長者原ＳＡ 粥座休憩 8:40 長者原ＳＡ出発

10:30 岩手 繋温泉到着～荷卸し 釋副詠鑑・藤方準師範・中山宗瑛・鈴木隆修 合流

宿泊部屋へ入り、着替え。 11:00 開講式会場に集合。

※關戸大道 体調不良を訴え、部屋にて休憩。

11:20 「花園流讃佛詠歌 東北教区発展拡充講習会」開講式

開講式後、舞台確認

12:00 斎座

13:00 教区内各支部登壇奉詠 見学

リハーサル部屋へ移動し、最終リハ
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16:10 各支部登壇奉詠終了後、羽賀塾頭挨拶 ※關戸大道 復帰

天籟会による「復興祈願応援奉詠」

①「薬師如来御和讃１番と御詠歌」

詠題；澤田直人 詠頭；金井恒道

②「妙心寺開山忌御和讃１番４番と御詠歌」

詠題；今泉貴裕 詠頭；飯沼宗行

③「観音御和讃１番９番」

詠題；關戸大道 詠頭；朝雲諒

16:30 登壇奉詠終了～このあとと翌朝の指示を

伝え、部屋へ入る。

※辻良玄 11月19-20日に京滋選抜の野球試合の為、公共交通機関を利用し京都へ

出発するも、飛行機に乗り遅れてしまい、花巻のホテルにて一泊することになった。

※浅野大智が体調不良を訴え、中山宗瑛の運転で盛岡市内の病院へ行く。

風邪薬を処方され、薬石会場に途中合流。様子をみながらの活動参加。

18:00 薬石懇親会（浴衣）

各自消燈。

◆３日目◆１１月１９日(土曜日)天気；雨

各自開静 洗面

6:00 粥座～出発支度

6:45 繋温泉を出発。〔バス乗車40人〕

禅塾Ｔシャツ・花園大学ウィンドブレーカー・タスキ・腕章

8:40 長者原ＳＡ 9:15 長者原ＳＡ出発

10:00 宮城 東園寺到着 炊き出し道具を積み込む。 10:25 東園寺出発

10:30 伊保石仮設住宅 到着

テントを立て、炊き出しの支度。当日ポスティング。

「仮設住宅地訪問活動」炊き出し

①餅つき ②餅、おでんの振る舞い ③抹茶、コーヒー、紅茶と阿闍梨餅の呈茶

④のれんの提供
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14:00 炊き出し片付け終了

14:30 東園寺到着

15:00 東園寺出発

15:30 松島 瑞巌寺到着～諷経 般若心経(本尊開山開基回向)維那；文亮～諸堂拝観

17:00 瑞巌寺出発 谷藤指導員・中山宗瑛 合流 鈴木隆修は解散。

17:10 芭蕉癒しの湯にて開浴

18:45 東園寺到着～薬石供養

各自消燈。

※薬石後、羽賀塾頭は出向のため下山。
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◆４日目◆１１月２０日(日曜日)天気；曇り

6:30 開静（前野）洗面 布団の片付け

7:00 東園寺坐禅会参加 作務着・絡子

諷経 般若心経（本尊回向）

大悲呪（東日本大震災被災物故者追善回向）

（維那；關戸文亮 魚鱗；麻生大介）

8:00 粥座供養 持鉢を使う。

粥座後、日天掃除と出発支度。

9:00 本堂前にて下山諷経 四弘誓願文（普回向）維那；關戸文亮

9:15 東園寺出発〔バス乗車39人〕

※長谷川基起は花園大学ボランティア隊へ合流する為、

中山宗瑛の車で宮城西園寺へ移動。

10:10 管生ＳＡ 10:30 管生ＳＡ出発

12:10 磐梯山ＳＡ 斎座休憩 13:05 磐梯山ＳＡ出発

15:50 名立谷浜ＳＡ 給油 16:25 名立谷浜ＳＡ出発

18:50 尼御前ＳＡ 薬石休憩 19:45 尼御前ＳＡ出発

※尼御前ＳＡで、宮城東園寺様へ電話。到着は夜遅くなるため、途中での電話。

21:50 黒丸ＳＡ 22:05 黒丸ＳＡ出発 ※羽賀塾頭、出向先から帰塾。

22:35 京都東ＩＣ

※花園会館に駐車場利用の時間変更を羽賀塾頭が伝える。

23:10 宗務本所前に到着～荷卸し

禅塾生は塾玄関、卒塾生は研修センター玄関より仏間に入る。

タスキ・ウィンドブレーカー・腕章・貸出持鉢の返却。

第三陣ボランティア隊の解散。

開浴

0:00 消燈

※翌朝は寝忘れとし、当番朝課や典座を天籟会会員以外の塾生が担当する。
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【活動記録】花園大学 文学部 国際禅学科 ３回生 浅 野 大 智

同 同 同 同 石 井 湧 達

【記録写真】花園大学 文学部 国際禅学科 ３回生 土 井 祐 人

同 同 日本文学科 同 八 橋 慶 典

福島県 東光寺 中 山 宗 瑛

【 文 責 】花園禅塾 塾 頭 羽 賀 浩 規

同 指導員 谷 藤 邦 範

同 同 畠 中 彰 寛

同 同 横 江 一 峰


